
S3
54

1-
1.

0 
jp

2 2011

_		カスタムセンサ：お客様の声が製品に
_		無菌設計ロードセルで衛生的生産
_		HBMロードセルで精密な充填

品質が新しい市場への可能性を広げます。

計量計重技術の最新ニュース

HBMロードセル…計量値を黄金の価値にする！
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読者の皆様
今日における主な産業トレンドの一つとして、材料
消費の効率化があります。世界中で数え切れない
ほど多くの開発者が、余分なコストを抑えて適正
な分量の材料を正確に使用するために技術や生
産方法の最適化に取り組み続けています。
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Head of Product Management 
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論説

精度は、従来以上にさらにその重要性を増しています。非常に精
密な計量・添加システムを提供できる企業は、自社のお客様を
優位に立たせることができます。お客様が積極的に求めている
のは、標準を上回る製品を生み出せるような付加価値に対する
投資なのです。

「品質は黄金に比する価値を持つ」と言われています。つまり、品
質は安全な投資先の一つとなるのです。HBMでは、お客様のニー
ズを上回る品質や付加価値、効率性をご提供することでお客様
を支援します。具体的には、最高の部品で構成されたロードセル
と電子回路を常識的な市販価格で供給することで、高レベルの
お客様サポートを実現しています。

新規市場におけるC6ロードセルの切り札はその高
精度
より高い精度を追求するという弊社の姿勢を示す好例が、高い
精度クラスのC6ロードセル製品群です。HBMでは、自社製品シ
リ ーズ内でこの精度クラスのロードセルを確保するため、大きな
投資を行っています。同様に、−10℃から＋40℃の範囲でロード
セルを使用すること、つまりOIML R60ガイドラインでロードセル
用として指定されている温度範囲に対応することにも力を入れて
います。

ストレインゲージ技術を使用したロードセルの精度を継続的に
向上させると、高精密が要求される新しい用途での使用が可能
になります。こうした高精度に対して、以前は電磁力補償の原理
を使用した高価なセンサでなければ適合できませんでした。弊
社製品をご使用いただくと、手頃な価格のこの技術を最大限に
活用し、革新的な技術を開発することが可能となります。

パイオニアの時期から世界基準の実現まで
今年は、長年にわたる高品質計量技術に対するHBM
の努力を裏付ける記念の年です。今から25年前
の1986年8月23日、HBMはISO 9001品質管理ガ
イドラインに基づく認証をドイツの会社としては
初めて授与されました。その当時先駆的である
とされた技術が今日では世界標準となっていま
す。

品質は、25年前と同様に今日においても黄金に比する価値を持
っています。C6、あるいはそれ以上の基準を採用するグループの
仲間入りを果たし、HBMと共同で作業を進めることにより、世界
は未来の計量技術の基準を確立することができるのです。 

敬具  
Gerhard Kadijk
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ソリューション 多機能フィラーで使用されているHBM製ロードセル

イギリスに本拠をおくAll-Fill Interna-
tional社は、食品、医薬品、および化学工
業分野のOEM顧客用として、個別の充填
機およびターンキープラントを製造してい
ます。

正確な充填システムは、比重測定プロセ
スに基づいて製作されています。充填プ
ロセスの実行中は、材料の重量によって
充填量を決定します。まず急速充填を行
ってから最終段階だけ低速で微量注入す
ることにより、プロセス全体を高速化す
ることができます。到達可能な速度や精
度は、使用するロードセルの応答時間と
整定時間、そして計測電子機器内におけ
る処理時間の両方に左右されます。

高い信頼性と柔軟性：PW12C
All-Fill社では、これまで長年にわたっ
て、HBMのFITシリーズの中からアナログ
とデジタル両方のロードセルを使用して
きました。同社の新しい袋詰め機用とし
て選択されたロードセルは、最大荷重
75kgのPW12C型です。計測データのデジ
タル化には、計量技術アプリケーション

用 に 特 化 し
た、AD103デジ
タル計測用エレ
クトロニクスを
選択しました。

All-Fill International 社の
開発部長であるSimon Goulden 
氏は、自分が行った決定について、「私
たちは、計量プラットフォームを支えるた
めに必要な精度と安定性を実現するた
め、十分な柔軟性を備えた信頼性の高い
ロ ードセルを求めていました。」と説明し
ています。

PW12Cロードセルは6線式回路を備えて
おり、精度には一切影響を及ぼすことな
くケーブル長を実地条件に適合させるこ
とが可能です。これに加えて、PW12Cは
アルミニウム製で、OIML R60認証を受け
ており、最大寸法800×800 mmのプラッ
トフォームに適合した設計になっていま
す。

 Bernd Knöll、HBM 
詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

粉末でも粒状でも、ペースト状やクリーム状の材料も充填します―All-Fill 
International社にあるワーム型コンベア式の充填機は、色々なタイプの材
料を迅速かつ正確に計量して充填します。このスピードと正確さは使用さ
れているロードセルに左右されます。

スープから粉石鹸まで： 
精密な計量、正確な充填

PW12C
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保護等級を高めたRTNおよびC2Aロードセル 新製品

HBMがスケール製造メーカーのために米国への輸出ルートを円滑化 新製品

* National Type Evaluation Program ** Verified Conformity Assessment Program

米 国にロードセルを輸出するには、最 新 の 指 令によって
VCAP**への認証が必要になっています。HBM製の計量技術
は、こうした厳しい要件にすべて適合しています。

計 量 技 術 の 各コンポーネントを 米 国 で 使 用 する 場 合 に
は、NIST（米国標準技術局）のHandbook 44に適合していなけ
ればなりません。適合の確認はNTEP*認証によって行われま
す。その後の現場におけるスケールの承認には、この認証が必
要不可欠です。現在では、さらに製造メーカーの生産システム
も、検査やVCAP認証の対象となります。

監査は外部の監査機関が実行し、社内の品質保証システムと
生産システムの評価を重点的に行います。 

 Reiner Schrod、HBM 詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

HBM製ロードセルRTNおよびC2Aは、これまで業界で長年にわ
たり順調に活用されてきましたが、IP68という保護等級では食
品産業に適合できなくなりました。ロードセルは集中的な高圧
とスチームジェットを使用した高温の洗浄プロセスに耐えなけ
ればならず、また化学的に極めて活性の高い殺菌剤に対する
耐性も備えていなければなりません。

こうした理由から、HBMはロードセルRTNおよびC2Aのシーリ
ング設計を改善しました。現在では、オプションで保護等級
IP69KおよびIP66Kの製品もお届けすることができます。この
性能上のアップグレードは、独立機関であるVDE（ドイツ電気
技術者協会）の認証機関が発行するテストレポートで確認する
ことができます。

 Rudolf Almendinger、HBM 詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

保護等級はIP69KとIP66K：食品産業に最適

アメリカへようこそ：VCAP認証の計測技術
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DIS2116
デジタル指示計

Wireless ワイヤレス接続

オンボードワイヤリングシステム ワイヤレススケール

AD104Cアンプ

充電式バッテリ

ロードセル
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ソリューション エネルギー節約型ファームウェアを使用したHBMの計量技術

再充電しなくても4週間：移動式ワイヤレススケールがその持久力を実証

携帯式ワイヤレススケールは、積み込みクレーンやスキップローダー
を使用した積み込み作業で使用されます。この機械スケールは完全
に自己完結型で、オンボードの供給ネットワークには接続されてい
ません。計測データは、ワイヤレス（無線）で送信されます。S+P社
は、携帯可能な検証済みスケールの専門メーカーです。同社ではこ
れまで20年以上にわたり、サイロ設置ユニットやタンクトレーラー、
スキップローダー、クレーンなどの産業用車両で使用するスケール
の供給を行ってきました。こうした移動式スケールにより車両の積
み込みや荷下ろしを需要主導で行うことが可能となりました。また
保有車両の利用状態を最適化することで、運転コストの削減を実現
しています。

ワイヤレスで組み込みが簡単
多くの車両を管理するオペレーターが歓迎するのは、車両に簡単か
つ迅速に取り付けられる検証済みスケール、つまりS+P製グレードIII
移動式ワイヤレススケールです。ほんの2〜3時間あればお客様が自
分でワイヤレススケールを取り付けることができるため、車両のダウ
ンタイムを最小限に抑えることができます。スケールは、出荷前にす
でに検証済みなので、取り付けが終了すると直ちに使用することが
可能です。しかもこのシステムは、いつでも取り外して他の車両に取
り付けることができます。

S+Pは、小型で点検修理の容易な新型のワイヤレススケール2機種
を市場に発表しました。スキップローダー用のSPF1990DSモデルと
積み込みクレーン用のSPF2009Kモデルです。この2機種は、堅牢で
商取引に適している（legal for trade）ことに加えて、取り付けが非
常に簡単で、たった3つの手順でシステムに組み込むことができま
す。このワイヤレススケールは両機種とも、取り扱いの安全性、ユー
ザーフレンドリーな操作性、さらに現場での計量や請求書発行が可
能な点で注目を集めています。

操作安全性に優れたHBM製の検証済みスケール
商品計量用のスケールに対しては要求事項がさらに厳しくなりま
す。検証済みであるだけでは不十分で、操作安全性に優れた構
造を備え、さらにシームレスな文書化が可能でなければなりませ
ん。HBMは技術も製品も備えているので、検証済みで、安全に操
作でき、暗号化データ送信機能を備え、EU MID指令の要件（WEL-
MEC 7.2）に完全に適合したワイヤレススケールを製造することがで
きるのです。さらに、HBMのファームウェアには、エネルギー節減の
ための特殊電力監視システムが含まれています。これによってバッ
テリーの使用時間が延長されるため、S+Pにとっては大きなメリット
となっています。PTBスケールクラスIIIの承認も取得できます。

 Reiner Schrod、HBM 詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

S+P Wägetechnik社製の新しい移動式ワイヤレススケールは、充電を行わなくても4週間もの使用が可能です。従
来の平均使用時間は、バッテリーの容量が限られるため、ほんの数日でした。S+Pの革新的なアイデアと巧みな設
計にHBMの持つノウハウと経験を組み合わせることで、こうした成功が可能になったのです。
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ソリューション エネルギー節約型ファームウェアを使用したHBMの計量技術 ソリューション

再充電しなくても4週間：移動式ワイヤレススケールがその持久力を実証

掘削機の組み立てやメンテナンス作業を単純化するた
め、セルビアのKolubara Metal社では、モジュールを計量し
てその重量と重心を決定することにしました。

掘削機の安定性を評価して事故を予防するため、組み立て
や交換作業後には定期的に機械を計量する必要がありま
す。油圧ジャッキを使用してモジュール全体を、ボールベア
リング付きシャーシから持ち上げ、個々のジャッキにかかる
荷重を決定します。

Kolubara Metal 社は、HBM製のC6A力変換器をジャ ッ
キ の 位 置 に 取り付 けました 。計 測データの 取 得 には
HBMのデータ取得システムMGCplusを使用しました。ま
た、catman®AP計測ソフトウェアを使用して、設定、視覚
化、データの解析を実行しました。

詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

採掘機モジュールでの重心
の決定

商取引に適したスケール―HBMの計量
技術を使用
DIS2116デジタル計測用エレクトロニクスには、
最大で24個のロードセルを接続することができま
す。計測データは、AD104Cアンプによってデジタ
ル化されます。ファームウェアには、安全な暗号
化されたワイヤレスのデータ処理に必要なすべて
のコンポーネントが含まれています。

HBM製C6A力変換器をバケットホイール掘削機のジャッキ位
置に取り付けたところ

S+P社製のワイヤレススケールをスキップローダーの伸縮式アームに
取り付けたところ

HBMの計量技術を内蔵したS+P社製の機械スケール
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ソリューション カスタマイズセンサにより用途の選択肢が無限に広がります

プ ロジェクトは、常にお客様 側のアイデアから始まりま
す。HBMは、製品の品質と計測技術のノウハウを通して、顧客固
有センサの経済的な成功を支援しています。試作品の製作や安
定した大量生産への移行を迅速に行い、安定性が高く低コスト
のセンサをお届けします。

拡張ワークベンチとしてのHBM
多くのお客様が、それぞれの用途に応じてひずみゲージ（SG）
の助けを借りて自前の変換器を開発しています。一見したとこ
ろ、SGを使用した計測は比較的簡単に思えますが、計測はすべ
てSGの精度と品質に左右されます。SGのアプリケーションに関
しては、お客様側でも特殊な生産プロセスを開発する必要があ
ります。SGのアプリケーションをHBMに移行することは、その規
模が大きい場合には経済面から見ても意味があります。コスト
を削減しセンサの品質を均一に保つことができるのは、HBMの
能力の中核の一つが「SGアプリケーション」だからなのです。

一つのコンポーネントの代わりにソリューション一式
を使用
SGによる測定方式は、革新的なアイデアが生まれる余地をもた
らします。これは救急医療や医薬品の調剤でも、また患者のモ
ニタリングにおいても同様です。SGの助けを借りることで、すべ

標準製品を改造した拡張型のテストベンチからエンジニアリング一式まで、HBMは力やトルク、ひずみの計測
に用いる顧客固有センサをお届けします。個人的な製品アイテムから大規模な連続プロジェクトまで幅広い
対応を行っています。

特注センサ：お客様のアイデアを優れた製品に

「特注センサでは、常に
チームワークが要求され
ます。お客様とHBMの間
で絶えず意見交換を行
うことが、共同で有用性
を構築するプロセスの前
提となるのです。」

Arnt-Henning Andersson, 
Leader of Engineering, 
HBM Norge AS

ての変換器が「力」や「重量」などの物理パラメータを確実かつ
正確に決定することができるのです。HBM製のセンサは、オフシ
ョア工業や、特殊車両、産業用機械の製造といった分野でも使
用されています。すべてを備えた計測技術ソリューションには特
に高い需要があります。

製品の外見はどのようにするか、またどのような機能を持たせ
るのか。お客様側から提示されるのは、基本となるアイデアで
す。HBMは設計や製造を引き受け、その用途に最適なSGや材料
を選び出し、変換器のタイプを検証します。次の段階では採用
されたSGを接続した状態で生産を行い、その後、最終製品の試
験を実施します。
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 Sven Schotte, HBM 詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

ソリューション カスタマイズセンサにより用途の選択肢が無限に広がります

特注センサ：お客様のアイデアを優れた製品に
標準製品の改良
幅広い品揃えのHBM標準製品は、しばしば顧客固有センサを
開発するためのベースとして使用されます。こうして改良された
セ ンサは、そのお客様や専門分野に特有のプラグやケーブル、
あるいは材料証明までをカバーすることがよくあります。これら
は、最終的な製品やアプリケーションに対して完璧に適合され
ます。受注量が大きい場合は、このシステムが経済面での大き
なメリットになります。

特注センサ：世界中でサービスを展開
試作品から市場成熟までにかかる時間をHBMのエンジニアリン
グチームが短縮します。お客様側のエンジニアとHBMのエンジ
ニアが直接連絡を取り合うため、専門家同士でのノウハウの交
換が確実に行われます。HBMでは、米国やヨーロッパ、アジア各
地のエンジニアチームとの関係強化に努めており、経済的な成
果という共通目標の実現を世界中のすべてのお客様にもたらし
ています。

顧客固有センサのアプリケーション例
_  均一な材料供給のモニタリング

_  製品品質管理の自動化プロセスで使用するセンサ

_  アクチュエータおよびロボットにおける力の制御と監
視・記録

_  マニピュレータにおけるジョイスティック用途

_  整形外科における医療用工学機器

_  心臓マッサージにおける力のモニタリング

_  自動化された医薬調剤

HBM製の特注センサ		
力・重量・トルク・ひずみの計測に使用する顧客
固有センサ

弊社がご提供できるサービスとは

_  センサの改良・新規開発
_  単発プロジェクト・連続生産
_  生産の外部委託

お問い合わせはお近くのHBMへお気軽にお寄せ
ください。（日本：hbm-sales@spectris.co.jp）

「顧客固有センサの開発
において、“経済効率”は
弊社側にもお客様側に
も大きな意味を持ってい
ますので、私たちはお客
様と共に、同じ目標に向
かって作業を進めていき
ます。」

「中国では、販売担当の
従業員全員が特注セン
サに精通しています。お
客様の要求を正しく予
測するためには、市場の
状況を正確に知ってい
なければなりません。」

Randy Hopkins, 
Sensor Business Director, 
HBM, Inc., U.S.A.

Peter Wu,  
Business Development Manager, 
HBM (Suzhou) Ltd., P.R.China



10

HBM hotline.com　2  2011 HBM hotline.com　2  2011

計量技術トレンド 無菌ロードセルを使用した衛生的な生産

* = European Hygienic Engineering & Design Group

従来型のロードセルなら…
… ステンレス製のロードセルであっても、

コーナーやエッジや隙間の清掃には手
間が掛かります。衛生に関する限り、こ
うした部分が問題となります。 

HBMの無菌型ロードセルPW27とPW25は、食品・医薬品産業における高い衛生要件に
理想的に適合しています。

消費者が好むのは、新鮮な果物から作られた、保存料を含
まないフルーツジュースやスムージーです。ところがこうした食品
こそ、特に細菌や微生物の影響を受けやすいのです。プラントを
念入りに清掃すると、微生物の温床となって二次汚染を引き起
こす食品の残りカスが取り除けます。したがって、生産工程や充
填作業の厳格な衛生管理が必須となります。

すべて設計が肝心
食品産業や医薬品産業におけるトレンドは、洗浄プロセスの自
動化に向かっています。プラント内にある各エレメントやコンポ
ーネントは、取り付けられた状態でも簡単かつ徹底的に洗浄で
きることが必要ですので、衛生設計は必須となります。機械のコ
ーナーやエッジ部分、割れ目や隙間などは、残りカスが最も溜ま
りやすい場所なのです。

こうした理由から、丸くて円滑な表面と液体が流れやすい形状
が、衛生設計の基準となっています。しかしその一方で、使用す
る材料も衛生に影響を及ぼします。腐食や汚染が発生する可能
性などはもっての外です。そうしたことから、電解研磨加工の硬
化ステンレス鋼が採用され、また継ぎ目には傷のつかないレー
ザ溶接が使われます。

保健衛生が問題になる場合は、食品や医薬品が無菌であることが必須となります。生産工程の自動化が進む
につれて、プラントの洗浄も自動化される傾向があります。したがって衛生基準を満たすために、プラントで使
用する設備機器の設計が益々重要になってきています。EHEDG*認証は、衛生的な設計の仕様に適合している
ことを確認するものです。適切な認証を受けたコンポーネントは、食品および医薬品産業で使用することが可
能になります。またプラントエンジニアにとっても、衛生面に対するEU機械指令を満たすことが可能になります。

細菌や汚れが侵入するスキはありません

Fl
tr:

 R
am

on
a H

ei
m

/A
fri

ca
 St

ud
io

/s
hu

tte
rs

to
ck

.co
m

Se
ba

st
ia

n 
Ka

ul
itz

ki
/s

hu
tte

rs
to

ck
.co

m



11

HBM hotline.com　2  2011 HBM hotline.com　2  2011

計量技術トレンド 無菌ロードセルを使用した衛生的な生産

PW25PW27

 Bernd Knöll, HBM 詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

無菌生産用のロードセル
無菌型ロードセルPW27やPW25を使用することで、無菌の衛生的な生産プロセスに最新の計量技術を簡
単に組み込めます。清掃時間の短縮とダウンタイムの低減により、生産効率を大幅に向上させることがで
きます。

EHEDG*の認定を受けた衛生設計
世界で最初にEHEDG認定を受けたロードセル
を、食品産業のマルチヘッドコンビネーション計
量器に取り付けることに成功しました。エッジ
や隙間を排除した設計のおかげで、清掃作業を
簡単に行うことができます。ロードセル用のケー
ブルも、銀ナノ粒子のドープ塗装で効果的に抗
菌加工され、広範囲の衛生的安全性を実現して
います。PW27では、過負荷保護装置が内蔵型
なので汚れから保護され、ほぼ故障のないもの
となっています。また、ロードセルが完全に密閉
されているため保護等級もIP68 / IP69を実現し
ています。

クリーンビジネス（清潔な業務）
清掃が容易な点は、PW25ロードセルも同じで
す。PW27と同様に、PW25もエッジや隙間のな
い設計になっています。EHEDG認定を受けてい
ないだけでデザインはよく似ており、確実に清
潔な計量が行える点はPW25も同様です。この
ロードセルは、極端に多湿で過酷な周囲条件に
も高い耐性を示します。さらに、一般的な工業
用規格“PW15 取付寸法”と互換性のある寸法を
採用しているため、既存のプラントのアップグ
レードも簡単に行えます。

PW27

_  EHEDG認証済み

_  衛生面に配慮した設計

_  最高の安全性を実現する無菌設計

_  内蔵型、密封式の過負荷防止機構

_  多湿で過酷な環境にも適合

_  保護等級IP68 / IP69のステンレス鋼製ハウジ
ング

_  最大荷重は10kgタイプと20kgタイプ

_  清掃が容易

PW25

_  内蔵型、密封式の過負荷防止機構

_  工業規格SP-4と取り付け互換性のあるロ
ードセル

_  保護等級IP68 / IP69のステンレス鋼製ハウ
ジング

_  最大荷重は10kgタイプと20kgタイプ

_  清掃が容易
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計量技術トレンド

アジアではどの国も経済が急成長しています。計測技術マーケットも例外ではありません。しかしすべての会
社がこうしたダイナミックな市場発展から利益を上げられるわけではなく、その地域の要求に対応できた企
業だけが、競争が激しいアジアの産業環境に進出して成功を収めることができるのです。成功するには、その
他にも「スピード」、「革新的なアイデア」、「高い品質」といった要素があります。HBMはアジアに自社の生産
拠点や販売拠点を置いており、アジア市場でも長年にわたって優れた実績を上げています。

アジアにおける計量技術：スピードと品質が切り札

これは注目に値する数字と言えます―HBMはアジアにおけ
る計量技術ビジネスで毎年2倍近い成長を達成しています。中
国は、あの危機的な2009年において、他のすべてのマーケット
がマイナス成長を記録する中でも依然として記録的な成長を見
せ、経済危機の末期においてもそのスピードを加速させていまし
た。間違いなく、アジアは―その中でもとりわけ「中国」は―計
量技術業界における第一級の成長エンジンとなっているので
す。

HBMがアジア市場に進出したのは1980年代です。そして1997年
からは、上海の100km西にある蘇州に自社工場を所有していま
す。この工場は、高品質でコスト効率の高いロードセルを世界中
に供給しており、中国およびアジア全体における弊社の優れた
販売実績の中核となっています。

HBMの計量技術を使用した中国の有料道路料金所
HBM製のロードセルは、計量器製造の“典型的なアプリケーショ
ン”において高い人気を誇っています。例えば、RTNリングトーシ
ョンロードセルは、中国の大規模な有料道路料金所のトラック
計量スケールに使用されています。そして、これまでになかった
新しい分野でHBM製ロードセルが使用されるようになってきま
した。これには食品産業も含まれています。HBMの計量技術の
おかげで、油、各種飲料、ミルク、シャンプー、醤油、オイスター
ソースなどの液体を正確かつ確実に計量し、アジア各地のお客
様に販売することが可能になりました。

医用工学機器の分野でも、HBM製品は世界中で使用されてい
ます。台湾では、SP4シングルポイントロードセルを病院用ベッド
に組み込み、患者の体重を常に医療担当者に送信しています。
またシンガポールの臨床検査施設では、PW6Cロードセルを使
用して人間の血液に含まれる異質成分を計測しています。さらに
PW10Aロードセルは、多くの病院で乳児用体重計に使用されて
います。
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品質と精度：アジアでもHBMは「クラス最高」の戦略を採用しています。

計量技術トレンド

アジアにおける計量技術：スピードと品質が切り札

革新的技術をどこよりも迅速に受け入れるアジア
HBMのロードセルがアジア市場でこれほど大きな成功を収め
た原因は何でしょうか。それはHBMには技術革新と品質を求め
る 一貫した姿勢があるからです。HBM中国の国際製品マネージ
ャーであるTimo Ren氏も「アジア市場は世界の他の地域より
も、新技術や新しいトレンドに対してすばやく反応します。」と
説明しています。またRen氏は続けて、「この市場で生き残るの
は高い品質と高度に洗練された製品を提供できる企業だけで
す」と語っています。

これには多くの実例があります。アジアのスケール製造メーカー
は、すでに高い精度クラスのC6を使用しており、これにより多く
の新しい計量技術用途の開発が可能になっています。また、デジ
タル化も広範に進められており、HBMが製造するC16i型デジタ
ルロードセルの約半分はアジアで販売されています。そして最高
の衛生基準を確立した新しい無菌型ロードセルPW27は、アジ
アのお客様の間ではすでに高い評価を受けているのです。

世界中で販売されている標準製品に加えて、HBM中国のエンジ
ニア達は、アジア市場向けの特殊な製品もいくつか開発してい
ます。これには例えば、マルチヘッドコンビネーション計量器用
のSP5ロードセルや、主としてセメント混合プラントで使用される
S字型のS40Aロードセルなどが含まれます。

「  私たちが常に武器としている
のは、“クラスで最高”を目指
すという戦略です。ドイツだ
ろうが、中国だろうが、そのロ
ードセルの生産地は関係あり
ません。弊社のお客様は、弊
社製品の品質が常に同じ高
いレベルを維持し、世界的に
承認された基準を100％満た
していると信頼しておられま
す。しかもそれが完全に市場
に見合った価格であることも
ご存知です。」 

クラス最高：品質に妥協なし
HBMでは、長年にわたって絶対的な品質を重視してきました。
競合企業の多くは、非常に競争の激しいアジア市場において、
これとは逆の路線を取ろうとしています。つまり、精度や信頼
性、あるいは処理能力を多少犠牲にして、その性能相当の低価
格の製品を提供しようとしているのです。こうした戦略はHBMに
とっては問題外です。計量技術の生産に使用するHBMの品質基
準は中国とドイツで全く同一です。ですから世界中どこでも最高
の品質を確実に手に入れることができるのです。

 Timo Ren、HBM China 詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

Timo Ren, 
Product Manager,  
HBM China 
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新製品 RSCCロードセル：高い精度とコスト効率

新製品 新型の高性能HLCB/PCXロードフット

高性能HLCB/PCXロードフット： 
安定性と精度に優れ、高さ調節
が可能

S字型のRSCCロードセルは、互換性を維持したまま、先行
のRSCAとRSCBの長所を組み合わせたモデルです。最大荷重
は50kgから5トンまで、すべてのモデルがステンレス製で、密
封カプセル型となっています。またRSCCは精度クラスC3に対
応しており、保護等級もIP68を実現しています。

RSCCロードセルは、伸張負荷用として特別に設計されてお
り、吊り下げサイロ（suspended silos）を使用したタンク計
量や、ベルト式計量器（belt weighers）で使用されていま
す。堅牢で、耐性が高く、オプションのケーブル保護システム
用のアダプタも利用可能なため、コンクリート作業で使用す
るのに理想的なロードセルだと言えます。一般的な用途分
野としては、充填レベルの監視、差し引き計量、薬剤添加プ
ロセスなどがあります。オプションで入手可能なATEX Zone 
1/21またはZone 2/22用のバージョンを使用することで、化
学工業や鉱業での用途にもご使用いただけます。

詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

高性能HLCB/PCXロードフットは、最大荷重が220kgか
ら1.76トンの範囲ではタイプHLCBロードセルに適合してお
り、BLCBおよびELCBロードセルにも適合可能です。横方向の
力が抑えられ、特許取得の二重振り子システムによって高い
精度を実現しています。

ロードフットは高さ調節が可能で、お客様側の特殊な構造物
にも柔軟に適合させることができます。構造物の高さが違っ
ていても、また床面が不均一でも補正することが可能です。
また、脚部がゴム製なので安定した設置が行えます。ステン
レス鋼製のロードフットも注目の存在です。コスト効率の高
い4個セットで、標準的な精度の用途に対応します。

十分に頑丈なスケール構造を備えたHLCB/PCXやHLCB1C6
ロードセルを使用すると、6,000区分のスケールでも、商取引
向けに使用できます。

詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

HLCBファミリーに新しい仲間

S字型に収めた高精度

S字型のRSCCロードセル

_  精度クラスC3およびOIML R60検査証

_  最大荷重：50kg / 100kg / 200kg / 500kg / 1t / 2t / 5t

_  IP68（1mの水柱／100時間の過酷な試験条件）

_  密封カプセル型ステンレス鋼製ハウジング

_  ケーブル保護システム用のM12×1.5ネジ山付きアダプタ（オ
プション）

_  ATEXによる爆発保護（オプション）

_  ルートが長い場合でも最大20mまでの様々なケーブル長に対
応（ジャンクションボックス不要）
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AED9101C：ATEX Zone 2および22用の計量エレクトロニクス 新製品

成功への道につながるC16ロードセル 新製品

Zone	2	(gas)

Zone	22	(dust)

ガスの中には、高い爆発性を持つものがよく見られます。
無害な物質でも、ダストとなると高い爆発性を示す混合物を
生成する可能性があります。HBM製のAED9101C計量エレク
トロニクスは防爆性があり、ガスとダストを使用する用途に
最適です。

AED9101Cが新しい市場機会を切り開く対象とは、ATEX 
Zone 2（ガス）やZone 22（ダスト）の危険区域内で使用する
自動式／非自動式スケールのユーザーの方です。継続的な開
発とAEDコンセプトの一貫した上位互換性により、最大の投
資安全性を実現しています。供給範囲には、AED_Panel32ソ
フトウェアも含まれているため、計測に使用するすべてのパ
ラメータを簡単に設定できます。また各スケールを個々に最
適化することも行えます。AED9101Cは、スケールクラス3に
おいて最大10,000区分までの商取引向けスケール用として最
適です。

 詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

C16の歴史はわずか500個という数の年間生産から始まり
ました。しかし今では全世界で25万個を売り上げるヒット商
品になっています。検証済みスケールは、最新の自己佇立型
C16ロードセルを装備し、世界中から高い評価を受けていま
す。

第3世代のC16は、不利な周囲条件下でも高い信頼性と精度
を実現し、注目を集めています。またこのロードセルでは、現
場での特殊な要件に合わせて多くのバリエーションが利用可
能になっています。

またこれに加えて、HBMでは豊富なアクセサリや取り付けモ
ジュールを提供しています。さらに実績あるC16ロードセルと
ほとんど同一のデジタルバージョンもご用意しています。

詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

全世界で25万ユニットの
実績をさらに更新

ガスやダストを使用する環境での安全な計量

C16ロードセル

_  最大容量：20t / 30t / 40t / 60t / 100t

_  認証：OIML, NTEP,  ATEX, GOS

_  EMC対策済み

_  保護等級：IP68 / IP69K

_  オプション：雷保護対策
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計量技術トレンド

16

多軸のSGセンサ配列によりロボット支援手術
の計測精度が向上します。

典型的なホイートストンブリッジ回路図

医療機器のOEM製造メーカーがHBM製ひずみセンサ
の使用を決定

ひずみゲージ技術のメリットを真に理
解するためには、予めひずみゲージ（SG）
の構造と動作方式をよく理解しておくこ
とが重要です。

ひずみゲージは、基本的にワイヤででき
ており、曲がった状態でごく狭いスペース
に配置され、接着剤で計測体に固定され
ています。計測体が変形するとワイヤの
直径が変化するため、その電気抵抗も変
化します。特殊な電気回路（ホイートスト
ンブリッジ回路）を使用することで、マイ
クロメーター単位のごく小さな機械的変
形に起因する微小な変化を度量衡的に
記録することができます。

医療機器の構造部分へのSG技術の組み
込みは非常に複雑な作業になる可能性

があります。また多くの場合、厳しい工業
規格や公的な規制の対象となっていま
す。HBMでは、正確な用途分析と法的規
制の評価を行い、その結果にしたがって
対象製品に最適なタイプのSGを提案しま
す。また、センサエレメント一式を提供す
る場合もあります。

コンポーネントは、有限要素法（FEM）な
どの計算方法の助けを借りて設計するこ
とが可能です。設計に際しては、特定のポ
イントに荷重がかかった状態で最大の変
形が発生し、そうしたポイントがSG設置
に最適な位置となるように配慮します。

こうした基礎に基づき最初の試作品が
作成されます。その試作品を校正し、正
確で再現可能な計測ができるように準

備してから、試験機関で検査を行いま
す。OEM製造メーカーは、その試作品を
見てから、センサを製造するかどうかを
決定します。HBM製のセンサは試作品と
同じ基準で検査が行われるため、どんな
場合でも品質レベルがしっかりと維持さ
れます。

高い品質、精度、信頼性、納期の厳守、そ
して低い製造コスト―HBMに信頼を寄せ
るOEM製造メーカーは、HBMの60年以
上に及ぶ計測技術の経験から多くのメリ
ットを受けとることができます。

SGの使用は、数多くの医療アプリケーシ
ョンで高い評価を受けています。いくつ
か実例を挙げてみましょう。

医療機器のOEM製造メーカーは、精度と耐久性の向上を図るため、ひずみゲージやひずみゲージ技術を使
用したセンサを自社製品に組み込みます。ロボット支援手術からインシュリンポンプの流量モニタリングまで、
実証済みの技術が診断能力を強化し、コストを節減してくれます。また、患者ケアの向上にもつながります。



17

HBM hotline.com　2  2011 HBM hotline.com　2  2011

計量技術トレンド

2軸および3軸のHBM製SG力変換器により、マン
モグラフィー装置の解像度が高められ、患者の
負担も軽減されます。

顧客固有SGセンサを装備することでインシュリンポン
プの信頼性が高まります。

患者リフターの制御グリップ内に取り付けた特
別開発のSG力変換器の配置により、より正確な
移動スピードの制御が可能になります。

患者リフターシステム
モータ駆動式の昇降システムは、患者の
方をベッドから起こして車椅子やストレッ
チャーに移動させる方法として広く使用
されています。医療部門では一流の、あ
るOEM用に特別に開発されたシステムで
あり、操作用ハンドグリップ内のSG力変
換器で移動スピードの正確な制御が行え
ます。このため、持ち上げ動作の速度や
円滑さの面で大きな効果を上げていま
す。

ロボット支援手術
最近では遠隔操作によって、外科医が直
接執刀する手術と同レベルの正確さで、
外科手術を行うことが可能になっていま
す。

HBMのあるお客様が、整形外科の腰の
手術において、ドリルポイントのトルクと
深さを正確に計測したいという要望を出
してきました。これには、骨の中で3つの
ポジション軸すべてにおいてドリル孔の
深さを正確に制御し、位置決めに際して
はマイクロメーター単位の精度を再現す
る必要がありました。圧縮と伸張を計測
するため、顧客固有の多軸SGセンサ配
列を使用して、上昇方向と下降方向にお
ける力と移動距離が記録されました。も
う 一つのセンサは縦方向に取り付けら
れ、最大偏位とドリル動作の一貫性を計
測しました。これにより、手術台上の患
者の位置を正しく設定することが可能に

なりました。この革新的な技術のおかげ
で、ロボット支援手術の市場において高
精度の新しいデバイスを発表することが
できたのです。

輸液ポンプおよびインシュリンポ
ンプ
体に装着するタイプの小型インシュリン
ポンプは、内蔵された血液グルコース監
視システムからのフィードバックにしたが
って、適正な用量のインシュリンを供給す
る必要があります。しかも必要に応じて、
患者の方が操作に介入できなければなり
ません。HBM製の顧客固有SGセンサの
配置により、インシュリンポンプの制御と
効率が向上しました。

輸液ポンプの場合も、液体への接触や汚
染を避けながら医薬品を均一に送出す
る必要があります。HBM製の顧客固有SG
センサにより、輸液量の正確な計測が可
能になります。それと同時に、使用されて
いるSG技術によってチューブの絡みや静
脈の詰まりに起因する流量の乱れを防止
し、優れたコスト効率で重要な液体の流
量モニタリングを実現します。

 

	www.hbm.com/medicine

  Robert Chevalier, 
Director of Sensor Sales, Americas - HBM, 
Inc.

HBMによる多軸のSG配置を使用することで、コンピュータトモグラフィーにお
ける正確なテーブルのポジショニングが可能になります。
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DIS2116を使用した予防メンテナンス

従来のメンテナンス

MRO（メンテナンス、修理、オーバーホール）コンセプトの
主な目的はシステム障害を予防することにあり、これによって
システムの技術的な利用可能性を確実に高めることができま
す。DIN 31051:2003-06の定義によると、MROとは「メンテナン
ス、検査、整備、改善を組み合わせたもの」となります。

_  メンテナンスによりシステムの摩耗を遅らせることができ
ます。

_  点検作業中は、必要な結果を得るためにシステムの状態を
判断して評価します。

_  点検整備により、システムを動作可能な状態に戻します。

_  改善により、機能そのものを変更することなく、機能上の安
全性を向上させます。

業界のトレンドは、技術的には複雑でも、より小型で軽量のスケールに向かっています。以前は寸法を大型化
することで安全リザーブ分を確保していましたが、現在では構造を最適化することでこれを達成しています。し
かし、安全リザーブの小型化が進み技術が複雑になるにつれ、計量システムは外からの影響を受けやすくな
ってきています。誤差があっても、検出して修正するのに以前より長い時間がかかります。そこで予防メンテナ
ンスを行えば、早期に計量システムの弱点を検出して修正することが可能になります。そのための前提条件と
なるのが、例えば信頼性の高いレポートを提供してくれるDIS2116デジタル計量システムなどの支援により、ス
テ ータスデータを継続的にチェックすることです。

	
ダウンタイムの低減：より高い運転安全性
経済的な観点から見ると、予防メンテナンスは十分に採算がと
れます。生産プロセスの故障が減少するため、生産性が大幅に
向上します。デバイスの寿命を最大限まで活用して、計画通りに
交換することで、スペアパーツの補充が単純化されてコスト計算
が容易になります。運転上の安全性の向上も大きなプラス要素
です。スケールが故障すると、その後の修理にかかるコストが業
務に影響を及ぼすだけではありません。例えば、比重測定によ
る充填プラントが停止したり、車両への積み込みや荷下ろしが
できなくなったりした場合には、業務の流れ全体が阻害される
可能性があります。

予防メンテナンスによりダウンタイムを低減して生 産性を向上
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HBMのデジタル計量チェーンは安定したプ
ロセス情報を提供します。
·  C16i ロードセル
·  VKD2R-8 端子ボックス
·  DIS2116 デジタル指示計

最大限の透明性を実現するデジタル計測チェーン
予防メンテナンスには信頼できる状態データの解析が必要です
が、メンテナンススケジュールは、こうした予防メンテナンスの
枠組みの一部として決定されます。

デジタル計測チェーンでは、基本的な計測結果に加えて、安全プ
ロセス情報も取得することができます。DIS2116デジタル計量シ
ステムは、C16iロードセルと組み合わせることで純粋なデジタル
計測チェーンとして動作します。これにより車両スケールに対し
て、最大で24個のロードセルを設定することが可能になります。
また、ロードセルとDIS2116の間の接続は、すべてVKD2R-8デジ
タル端子ボックスによって設定されます。

デジタル計測チェーンの特長は高い信号品質とEMC耐性です
が、より高位の制御システムに簡単に組み込めることも大きなメ
リットの一つです。DIS2116デジタル計量システムは、スケールシ
ステムから制御システムに情報を送ります。これにより、例えば
センサが故障した場合でも、より迅速に問題のセンサを特定す
ることができます。つまり、ステータスメッセージに基づいてメン
テナンス間隔を決定することが可能になります。その結果として
修理が迅速に行え、停止時間が短縮されるのです。

DIS2116は、その取り付けも簡単です。ソフトウェアコマンドをい
くつか実行するだけで、より高位のシステム制御レベルに統合す
ることができます。スケールエレクトロニクスはRS-232経由で接
続するか、またはEthernetなどのバスシステムを使用して柔軟性
の高いAnybusポートに接続します。

 Reiner Schrod、HBM 詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline

予防メンテナンスによりダウンタイムを低減して生 産性を向上
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自動及び非自動はかり用の新 
しいPTB型式認証

HBM.comニュース

ATEXについての詳細説明がご覧いただけます：	
www.hbm.com/atex

最新の防爆機能を備えたHBMのAED9101C計量エレクト
ロニクスは、ガスやダストが存在する場所での使用に最適
です。ATEX Zone 2（ガス）およびZone 22（ダスト）に適合
し、ユーザー側から見た対応 
性が向上しています。

DWS2103デジタルスケールディスプレイを使用すると、商取
引に適したスケールシステムを、MID指令および2009/23/EG
に基づいて簡単に開発することができます。自動／非自動式
のスケールのいくつかのタイプが、PTBの承認を受けていま
す。DWS2103はデータを暗号化して送信するため、スケール
システムの不正操作に対する保護は最適状態となっています。

DWS2103の詳細は：www.hbm.com/dws2103

防爆機能を備えた計量技術
ATEX Zone 2およびZone 22で使用可能なAED計量
エレクトロニクス

DWS2103ディスプレイを装備した商取引
に適したスケールシステム
デジタルスケールディスプレイにより不正操作を防止

M
ax

im
 P

et
ric

hu
k/

Ke
su

/s
hu

tte
rs

to
ck

.co
m


